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プログラム 

 

４月１６日（土） 第１日目 

 

１２：２０ 受付開始 

１３：０５ 開会       開会の辞  会長 中川 紀充 

 

１３：１０〜１４：１０ 

セッション１ 症例                           座長 高橋 浩一・川原 隆    
演題番号 

１ 脊髄 MRI で漏出所見が残存したが症状軽快した特発性低髄液圧症候群の 2 症例 

小野 大輔  姫路赤十字病院 麻酔科  

２ 意識障害を呈し早急な治療を要した慢性硬膜下血腫合併脳脊髄液漏出症の1例 

高田 能行  医療法人社団誠馨会新東京病院 脳神経外科  

３ 皮質静脈梗塞と診断され、入院から治療までに一ヶ月以上を要した低髄液圧症の 1 例 

平井 利明  帝京大学医学部附属溝口病院 脳神経内科（WEB 発表） 

４ 個人的な信条により硬膜外自家血注入治療（ブラッドパッチ）が出来ない SIH 症例の治療経験 

鈴木 晋介  仙台東脳神経外科病院 脳神経外科  
５ 医原性脳脊髄液漏出症に対し、単回の硬膜外自己血注入術で治癒せしめることが可能であった一例 

後藤 慎一  日本赤十字社長崎原爆病院 緩和ケア内科（WEB 発表） 

 

１４：１０〜１５：００ 

セッション２ 検査・診断                      座長 橋本 洋一郎・池田 公       
演題番号 

６ 髄液圧に違いを示した特発性低髄液圧症候群の 3 症例 
岡部 大輔  姫路赤十字病院 麻酔科  

７ RI脳槽シンチグラフィー・CTミエログラフィー検査における針孔漏出を考える（続報） 

—針孔パッチの有無による所見の差異— 

中川 紀充  明舞中央病院 脳神経外科  

８ 当科における脳脊髄液漏出症の診断法 

宮尾 泰慶  市立吹田市民病院 脳神経外科  
９ 胸髄 MRI で明らかになった脳脊髄液動態研究の報告 
   - 脊髄 MRI読影のコペルニクス的転回 - 

川原 隆  厚地脳神経外科病院 正常圧水頭症センター  

 

１５：００〜１５：１０    休憩 
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１５：１０〜１５：５０                                    

 

特別講演１                            座長 石川 慎一 

外リンパ瘻の病態と脳脊髄液漏出症の鑑別について 

牧野 邦彦 新須磨病院 耳鼻咽喉科部長  

 

１５：５０〜１６：３０ 

セッション３ 治療 など                         座長 鈴木 晋介          
演題番号 

１０ 硬膜外自家血注入療法における血管内カテーテル使用の有用性について                                              

畠山哲宗   香川大学 脳神経外科  

１１ ダイビングプール等各種運動による髄液循環不全改善過程からみた脳脊髄液漏出症の治癒可能性  

石原 浩   慶應義塾大学政策・メディア研究科  

１２ 低髄液圧症候群から脳脊髄液漏出症へ：20年の軌跡と今後の課題 

守山 英二  福山医療センター 脳神経外科  

 

１６：３０〜１７：００                                    

 

教育講演                           座長 中川 紀充 

硬膜穿刺後頭痛と脳脊髄液漏出症 

石川 慎一 姫路赤十字病院 麻酔科  

 

 

市民公開講座１ 
 

１７：０５ 開場 

１７：２０〜１８：３０ 

 

プログラム                         司会 中川 紀充                                                             

① 「ラジエーションハウスと脳脊髄液漏出症」 

        五月女 康作  福島県立医大保健科学部 診療放射線学科 准教授   

（ラジエーションハウス監修者） 

② 「脳脊髄液減少症のあゆみと展望」 

        篠永 正道   ふれあい平塚ホスピタル 脳神経外科  
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４月１７日（日） 第２日目 

 

８：３０ 受付開始 

９：００〜９：５０ 

 

特別講演２                    座長 光藤 尚・鹿戸 将史（WEB） 

脳脊髄液漏出症の MRI －Leak に灯
フレア

を― 
    大澤 威一郎 埼玉医科大学病院 放射線科  

 

 

９：５０〜１０：３０ 

セッション４ 臨床研究                    座長 守山 英二・中居 永一            
演題番号 

１３ 造影 heavily T2強調 3D FLAIR像によりブラッドパッチ前後で髄液漏出を評価した 1 例 
   山口 智子  埼玉医科大学病院 脳神経内科  
１４ 腰椎穿刺後頭痛(PDPH)で見られた Dural sac shrinkage sign(DSSS)と脊柱管外水信号で 

示唆される PDPH の発生 2段階機序 
川原 隆   厚地脳神経外科病院 正常圧水頭症センター  

１５ 脳脊髄液減少症の診断法「CSF refill test」の特定臨床研究の結果報告 
中居 永一  高知大学医学部附属病院 脳神経外科  

 

１０：３０〜１０：４０  休憩 

 

１０：４０〜１１：３０ 

セッション５ 小児・若年者例                 座長 髙橋 浩一・中川 紀充 

演題番号 

１６ 特発性低髄液圧症候群を疑った若年者の１例 

中川 紀充  明舞中央病院 脳神経外科  

１７ 治療追加判定に持続硬膜外生理食塩水注入が有用であった小児脳脊髄液漏出症の 1 症例 

   石川 慎一  姫路赤十字病院 麻酔科  

１８ 当院における若年者の脳脊髄液漏出症（脳脊髄液減少症）の現状と課題 
國塚 久法  雄勝中央病院 脳神経外科  

１９ スポーツエリートに発症する脳脊髄液減少症について 

光藤 尚      埼玉医科大学病院 脳神経内科  
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１１：３０〜１２：１０ 

 

特別講演３                            座長 鈴木 伸一 

Neurofluids吸収機序の最新知見： 

神経関連液性成分の生理的排液には脈管外通液路と髄膜リンパ管が鍵を握る 

  三浦 真弘  大分大学医学部 解剖学講座  

 

１２：１０〜１２：２０  お弁当配布 

１２：２０〜１３：２０ 

                                   

ランチョンセミナー                      座長 荒木 信夫 

    CGRP抗体薬の片頭痛診療における役割 
    橋本 洋一郎  済生会熊本病院 脳卒中センター 特別顧問  

 

１３：２０〜１３：４０   休憩  理事会 

            

１３：４０〜１４：００ 

                                 座長 山元 敏正 

（仮題）AMED「脳脊髄液減少症の病態生理と診断法の開発」班 報告                
荒木 信夫 埼玉医科大学 研究班代表者  

 

１４：００〜１４：４０ 

 

会長講演                          座長 石川 慎一 

低髄液圧症候群の治療経験より 

中川 紀充  明舞中央病院 脳神経外科  

 

 

１４：４０〜１５：３０ 

セッション６ 関連病態                  座長  篠永 正道・大塚 美恵子             
演題番号 

２０ 新型コロナワクチン接種が契機で発症したと思われる脳脊髄液減少症の 1 例 

高橋 浩一  山王病院 脳神経外科  

２１ 脳脊髄液漏出症患者の環境過敏反応に関する調査（１）―化学物質過敏を中心に― 

北條 祥子  東北大学大学院 歯学研究科  

２２ 脳脊髄液漏出症患者の環境過敏反応に関する調査（２）―電磁過敏を中心に― 

北條 祥子  東北大学大学院 歯学研究科  
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２３ 薬剤師からみた脳脊髄液減少症と視床下部症候群（脳室周囲器官制御破綻症候群）との関連 

中里 直美  元国際医療福祉大学熱海病院 薬剤部（WEB 発表） 

 
１５：３０〜１５：４０ 

   社労士チームからのアピール 

   「脳脊髄液減少症 認定社労士制度について」 

   白石 美佐子、中川 洋子、岩崎 眞弓 

 

１５：４０〜  

閉会あいさつ        第１回会長 中川 紀充   明舞中央病院 脳神経外科  

次回第２回会長あいさつ   第２回会長 山元 敏正  埼玉医科大学病院 脳神経内科  

                           

 

 

 

市民公開講座２ 
 

１６：１０ 開場   

１６：３０〜１７：４５ 

 

プログラム                      司会 中川 紀充                                                      

① 「脳脊髄液漏出症の画像診断」 

守山 英二  福山医療センター 脳神経外科  

② 「脳脊髄液漏出症の治療と関連疾患」 

        石川 慎一  姫路赤十字病院 麻酔科ペインクリニック部長  

③ シンポジウム「脳脊髄液減少症に関する社会的問題点」 

        中井 宏  認定NPO 法人 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会理事長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


